
自社の強みを成長力に結びつけること

   アベノミクスは「デフレ脱却」「円高是正」で、 

  物価上昇率２％を目標に大胆な金融緩和を求めま 

  した。言葉だけで株価が上昇し円安になりました。 

   「経済再生」は皆が望む事であり、２０年来の 

  悲願であります。是非実現してもらいたいものです。

   さて給食業界の２０１３年は、どのような年に 

  なるのでしょう。 

   「潮目」の年になることが予想されます。 

   まず第一に、食材が値上がりします。理由は、輸入品は円安で価格が 

  アップします。更にＢＲＩＣＳといわれる中国やインドが輸入国に転化 

  し、従来の市場に急激な変化「相場高騰」をもたらすでしょう。 

   第二に、ＴＰＰ(環太平洋経済連携協定) 交渉で農産物(米、麦、牛・ 

  豚肉、乳製品等) の「聖域なき関税撤廃」が果たしてどうなるか。動向 

  を注目したいものです。また来年４月に控える消費税増税まで、いかに 

  仕入体制を構築するかも課題です。 

   第三に、安倍政権の「第３の矢」ではないですが、成長戦略をやらな 

  ければ企業がもたないということになります。 

   「新しい市場」「新しい事業モデル」に挑戦が必要です。 

   自社の強みを成長力に結びつけることが今年の大きな課題であります。 

 ふー ど り んく 
    ～ 仕事を通して つなげる絆 ～  Ｖｏｌ．２９

代表取締役 
 後藤 孝之
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   初めまして。総務人事部の長谷川です。どうぞよろしくお願いいたします。 

   平成２５年度新入社員入社式が４月１日に、当社セントラルキッチン研修室で行われました。 

   引き続き、午後からと翌２日・３日に新入社員研修が行われました。 

★私も新入社員１３名の中の一人として出席させて頂きましたので、当日の内容をお伝えしたいと思います。 

  ■入社式：４月１日(月) １０：００～１２：００ 

   社長ご挨拶、辞令交付、ご来賓の方並びに上司 

   より祝辞、新入社員自己紹介、入社手続き説明。 

★新入社員の皆さんはどなたも 

                 緊張されていたようですが、 

                 私は本社勤務で社長をはじめ上司の方々とすでにお会いして 

                 いましたので、自己紹介も緊張することなくお話ができました。

   昼食は懇親会として当社セントラルキッチンで調理 

  された“おもてなし料理”を囲み、先輩社員と新入社員 

  が食事をしながら歓談を楽しみました。 

  ■新入社員研修：４月１日(月) １３：３０～１５：３０ 

   セントラルキッチン研修室 

    ・会社概要・会社組織図・会社規定説明 ★会社の基本と大切にしていること等を教えて頂きました。

   ２日(火) １０：００～１６：３０ 同・研修室   ・衛生講習、食事形態について、社会人としての自覚・心構え・ 

    ・ビジネスマナー、まとめ 

   ３日(水) １０：００～１７：００ 

    ・外部研修 

トピックス 平成２５年度 入社式＆新入社員研修

食事形態について 

スライドを見ながら
衛生講習 

ビジネスマナー（あいさつ） ビジネスマナー（名刺交換）

【総務人事部／長谷川】  ～参加しての感想～ 

  私は１月から早期研修として総務人事部で勤務していましたが、入社式･新入社員研修で社会人と 

しての自覚や心構えを学ばせて頂き、学生から社会人へと気持ちを切り替えることができました。 

  研修では社会人としてのマナーを、会社の基本姿勢や実践を通して教えて頂きました。 これから 

仕事を進める上で、忘れずに行動したいと思います。 

  また他の新入社員の皆さんともお話ができて、有意義な中にも楽しく受講できました。 

  これから新社会人として頑張ります。よろしくお願いいたします。 

会社規定説明 
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  平成２５年４月から、新しく当社部門の仲間入りした亀田学校給食センターです。 

  どうぞ、よろしくお願いいたします。 

  ４月４日これから毎日「安全・安心・おいしい 

 給食」を調理する当給食センターで、スタッフの 

 入社式が行われました。 

  その後バイキング形式の懇親会の席が設けられ 

 ました。 

  式典では緊張ぎみだったスタッフの皆さんも、 

 おいしい料理を囲みながら終始和やかな雰囲気で 

 歓談していました。 

【祝！ 広報誌 創刊５周年記念】 

   お陰様で、本誌は創刊５周年を迎えました。 創刊時は社内報としてスタッフの皆さんだけにお届けして 

  いました。 その後広報誌として、内外広くお読みいただくようになり今回号を迎えることができました。 

   これもひとえに皆様のお陰と、心より感謝申し上げます。 

   当社のホームページに広報誌の連載を開始してからは、学生さんが就職活動の折に 

  閲覧されるケースも増えています。「安全・安心・おいしい食事を継続するためには仕事 

  に厳しく向き合う。その一方で、楽しいイベントなどのメリハリがあり、働いてみたい会社」  

  という好評価をいただいております。 

   時に官公庁または企業の方から、「記事を見てお電話しました」 とアポイントをいただくこともあります。 

   またＩＳＯ外部審査員の方からは、「食事提供の企業なのに記事の内容が多岐にわたり、他社にないおも 

  しろさがある」という評価をいただきました。 

   今後もためになる話題、楽しい記事を心がけて参ります。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

トピックス 亀田学校給食センター 入社式

← バイキング料理 

   の一部     → 
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   今回は特別企画として、平成２０年４月１日に新卒社員として入社後、丸５年を迎えた３名の調理スタッフに集ま 

  って頂き座談会を行いました。本誌も５周年を迎えましたがこの期間どうだったのか。自らを振り返って頂きます。 

司会／本日は、よろしくお願いいたします。では早速ですが、 

入社５年目を迎えての感想を聞かせて下さい。 

武士俣／あっという間でした。勤務場所は同じですが、周囲の人や自分自身の仕事に対する 

            考え方や向き合い方・立場など変わった面もたくさんあって、その変化に追い 

            ついていくのに毎日必死です。 

井上／私も、あっという間でした。気づけば教えられる側から教える側になり、立場の変化に対応 

           しきれず日々自問自答しています。後輩に追いつかれないよう、日々精進していきたいです。 

清水／私が皆さんと違うのは、今まで３部門の給食室で勤務させて頂いたことです。その間悩んだ 

            こともありますが、たくさんの方に支えて頂き５年を迎えることができました。感謝の気持ちでいっ 

            ぱいです。振り返る余裕もなく働いてきましたが、その間少しずつ成長していたと思います。 

司会／では、最初の１年間はどうでした？ 

武士俣／とにかく仕事を覚えて早く一人前になりたくて、毎日周りの先輩方に追いつこうと一生懸 

            命でした。 

清水／私は仕事を覚えてしばらくすると異動があり、まずは環境に慣れることに必死でした。 それでも戸惑いな 

    がらも様々な食事形態を見ることができたので、今となっては良い経験だったと思います。 

井上／私は同じ職場でしたが１年目は覚える事がいっぱいで、毎日メモ帳が手放せませんでした。周りの方々が 

    優しくして下さったので、不安ながらも楽しく仕事ができました。 

司会／その後、今日まで勤務してみていかがでした？ 

井上／言葉にできないくらい、たくさんのことがありました。気持ちが 

    揺れることも１度や２度ではなかったです。ですがまた気持ちを 

    立て直して、がんばろうと思って今日まできました。 

清水／日々様々なことはありますが、今の職場にも慣れて楽しく仕事をしています。教えてもらう立場から教える 

          立場になり苦戦することも多いです。それでも毎日、力の限り精一杯仕事をしています。 

武士俣／スタッフの入れ替わりがあって悩むこともありましたが、いつも周りのスタッフに支えて頂き 

            やってこられたと思います。昨年５月の店長拝命後も円滑な仕事ができているのは、一緒に働く 

            皆さんのお陰です。本当に私は恵まれているなあと感じています。皆さんありがとうございます。 

司会／では、これからの抱負を聞かせて下さい。 

井上／優しいだけではなく時には厳しく、頼られるスタッフになりたいと思います。 

武士俣／「楽しく仕事ができる環境作り」 と、「ミスをなくす」 ことを目指しています。個人的には、２７歳くらいまで 

    に結婚できればいいなと思っています。 結婚しても仕事が続けられるのが、理想です。 

清水／私も、目指せ！ 結婚！！ 今までお世話になった方々 

    に近づけるよう、一生懸命頑張ります！

井上／ちなみに私、２年半前に結婚しました。 

２人／え～！ いいなあ！！

司会／はい。というところで、本日は皆さんありがとうございました。 

                                      【速報：井上さんは４月１６日に女の子が産まれて、パパになりました】 

トピックス 特別企画 新卒同期入社スタッフ座談会

井上調理員 
（尾山愛広苑）

武士俣店長 
（特養ｻﾝﾎｰﾑ）

 清水調理員 
（新井愛広苑）
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   新潟市保健所及び新潟市調理師会主催の「平成２４年度 調理師研修会」に、当社から数名が参加しま 

  した。今回は今年２月に受講した、尾山愛広苑給食室勤務の廣田さんを取材しました。昨年４月、新卒入社 

  のスタッフです。 「テーマ／いつもの料理をもっとヘルシーに ～減塩・減脂肪の工夫～」  以下感想。 

   調理デモンストレーションの科目では、和食店の料理長が調理された“のっぺ”、“鮭焼漬” 

  “グリーンピースのすり流し椀”などの減塩・減脂肪の食事を、見て味わって学習しました。 

    いずれの料理も、ヘルシーに仕上がっています。昆布と 鰹
かつお

で良いだしをとることで、塩や 

  しょうゆを減らして本来の味を引き立たせる工夫などが参考になりました。 

    （編集委員会・注／スペースの関係でここには掲載できませんが、廣田さんは研修報告書に料理の写真を 

     貼り、レシピや成分を詳しく記録して提出してくれました） 

   栄養学では高血圧・糖尿病の怖さを知り、平均寿命と健康寿命を教えて頂きました。日本人は平均寿命 

              は長いが健康寿命は短く、亡くなるまでの間介護が必要となる確率が高い。そのため 

              老人ホーム等への希望者が多く、入所困難な状態であることなど様々な問題が生じて 

              いることも分かりました。 

   食品衛生学では、最近の食中毒の実例と再発防止策を学びました。 これからも絶対に 

  食中毒を起こさないよう、細心の注意で日々の業務を行っていこうと改めて強く思いました。 

   今回の研修会で学んだ大切な内容をスタッフの皆さんと共有して、今よりもっと知識と心 

  がまえがレベルアップした部門になるよう努めたいと思います。 

    ３月度毎月会議の調理講習では、ホットケーキミックスを使用したお菓子ということで “ロールケーキ” 

  づくりでした。ふっくらとおいしく仕上がりました。 

    ４月度毎月会議のランチミーティングでは、 “ピザ”づくりに挑戦しました。 

  パリッとおいしく仕上がりました。 

研修受講感想記 

３月度毎月会議 調理講習 

４月度毎月会議 ランチミーティング

 廣田調理員 

（尾山愛広苑）

トピックス 
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「「いいつつかかどどここかかでで役役にに立立つつ！！……ははずず」」のの第第２２５５回回目目

ササブブタタイイトトルル 「「 合合格格者者はは何何人人いいるるかかなな？？ のの巻巻 」」

５月なのに…寒い。この原稿を書いている時点では気温が上がっていません。 

たまに暖かい日もありますが、５月になっても春を感じられない今日この頃。 

さて、今回は好評いただいているパソコン教室です。 

 【Excel 統計関数 COUNTIF 】 

 下記のような表があり合格者を数えたいと思います。この表では人数が少ないので、すぐに 5人と分かり 

 ますが、数十人ともなると大変です。 

 Ａ列は「氏名」、Ｂ列は「合否」、C列は「点数」とします。 

   そこで関数の出番です。関数は「 =COUNTIF(範囲,検索条件) 」を使用します。合格人数を表示したい 

 セルに以下のように入力します。 

    =COUNTIF(A1:C7,"合格")  → 結果は「５」となります 

※検索条件は文字列、数式を問わず "  " で囲みます 

※B列のみ検索してもOKですので =COUNTIF(B1:B7,"合格") でも可 

   【応用編①】 

   では、点数で検索してみましょう。60点以上をカウントします。 

    =COUNTIF(A1:C7,">=60")  → 結果は「６」となります 

      ※検索条件を ">60" とすると 60点の数が含まれませんので注意。ちなみに 60点以下は 

"<=60"、60点未満は"<60"となります 

 【応用編②】 ※Excel97以降のバージョンで使えます 

 「条件付き書式」により、条件に合致するセルのみに網かけをしたり、文字色を変えたりすることもできます。 

 興味がある方は自身で調べてみましょう。 

 以上のように便利な関数が沢山あります。いろいろ試してみてはいかがでしょうか。 

それでは、また次回 

A B C 

1 日本 一郎 不合格 60 

2 新潟 花子 合格 82 

3 西堀 次郎 合格 90 

4 津島屋 三郎 不合格 57 

5 古町 四郎 合格 92 

6 越後 太郎 合格 70 

7 長岡 五代 合格 81 

A B C 

1 日本 一郎 不合格 60 

2 新潟 花子 合格 82 

3 西堀 次郎 合格 90 

ミニ Excel 教室

(株)ライフプロモート 

大伍 宏昭
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こんにちは ライフプロモート です！ 

写真提供：東京ヴェルディトライアスロンチーム 

“スポーツを応援”
この4月より、当社オリジナル製品「ACTIVOアクティーボ」と「コエンザイムQ10 SPORTS」

がスポーツショプにデビューしました。首都圏の「Victoria」と中京圏の「SWEN」で販売を開始しま

した。 

 「ACTIVOアクティーボ」は、新潟県「健康ビジネス連峰」三つ星ビジネスモデル選定の関節サポー

トの栄養補助食品です。「コエンザイムQ10 SPORTS」は、スポーツ愛好家の要望を聴き取り、昨年

の秋に製品化した高吸収性 CoQ10 で天然ビタミンＥとビタミンＣ含有の抗酸化作用表記が可能な栄

養機能食品です。 

 どちらも、日本トレッキング協会推薦商品になります。 

 また国内有数のトライアスロンのプロ選手を抱える東京ヴェルディトライアスロンチームと「コエン

ザイムQ10 SPORTS」及び「ACTIVOアクティーボ」2製品によるサポート契約を4月に締結いた

しました。 

 選手各自の競技成績の向上と当社製品のアピールに期待しています。

≪担当／中嶋≫ 

情報ページ（第１８回）
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★結婚おめでとう★

≪小川 岳
たかし

 （ケアサンホーム）  ３月２７日挙式≫ 

 ３月２７日に結婚しました。 

 これからは２人で協力して明るく楽しい家庭を築いていきたいと 

 思います。

★出産おめでとう★

≪松岡 鮎美 （三和愛宕の園)  

  １月７日  健太朗君 （第１子）誕生≫ 

 １月７日に元気な男の子を出産しました。家族に支えられ、 

 笑顔を絶やさず、成長を楽しみに育児を頑張りたいと思います。 

≪小林 香織 （てまり総合ケアセンター)  ２月１１日 湊(みなと)ちゃん （第２子）誕生≫ 

 ２月１１日に女の子を出産しました。毎日お兄ちゃんに抱っこ 

 されて可愛がられています。２,２７０ｇと小さめで産まれました 

 が、すくすく成長しています。

★誕生おめでとう★

≪小根山 博人 （ＳＴＥＰ)  ３月６日 健太君 （第２子）誕生≫ 

 第２子が誕生しました。予想以上に大きく産まれたせいか、 

 今のところ身体が丈夫そうで何よりです。家族が一人増えて 

 これからよりにぎやかな日々になりそうです。

≪石附 弘樹 （新津西部学校給食センター)  ３月１７日 奏音(かなと)君 （第２子）誕生≫ 

 無事第２子が誕生しました。お兄ちゃんと共に元気いっぱい育って 

 いってほしいです。これからは家族４人で、楽しい家庭を築いて 

 いきたいです。 
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